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このたびは、メガ ドライブカー トリッジ「幽 ☆遊☆白

書・外伝」をお買い上げいただき、誠にありが とうござ

いました。ゲームを始め る前にこの取扱説明書 をお読

みいただきますと、より楽 しく遊ぶ ことがで きます。

蝙
〓

「幽☆遊☆白書・外伝」……・この物 語はこれまで明かさ

れることのなかった謎の 2日 間を描いたものだ。謎の

2日 間…実は人間界の崩壊につなが る大事件が起 きよ

うとしていたのであった。いま君は、その秘密のベー

ルに覆われた時間の中に足を踏み入れようとしている。
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1
プロローグ

慇饉颯 階票畿鶴答への出発錯新 蟷巡瑕
幽助はいま、暗黒武術会への出 発を 2日 後 に控 え、自

分でも抑えがたいほどの昂 りを特訓の 日々に注 ぎ込ん

でいた。暗黒武術会 とは、裏社会の富豪や実力者たち

が、金の力に物を言わせて、この世で最強のメンパー

を集め、バ トルをくりひろげる最悪の格闘技戦である。

この大会にはゲス トとして間の世界に深 くかかわ り、

裏社会の人間にとって邪魔 とな る人間が強制的 にエ

ン トリーされる。拒否することはすなわち己の死 を意

味するのだ。生 き残 る道はただひとつ、勝つ ことであ

る。幽助たちはこの大会 にエ ン トリー されたのであ

つた。どうしても、あの戸愚呂に勝 ちたいと願 う幽助

は、他の参加選手のことなど眼中にはない状態だった。
突然コエンマからの

緊急指令が……。

必死に特副1を繰 り返す幽助た

ちに突然 コエンマの緊急指令

が飛んだ。

「替の妖桑が弱幣Ъ雷ぃ。ただ

ちに原因を突 き止め、その根

を断て′」そして、幽助たちは

街に飛び出していった。
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つて攻撃技が違います。

こうげきわざいちらん

爾攻撃技一覧
( Cボタン

(スタートボタン):ゲ ームスター ト。

(方向ボタン ):コ マンドなどを選.ド。

(A・Cボタン ):コ マンドの決定。

メッセージの続きを表示する。

( Bボタン ):コ マンドのキャンセル。

※X、 Y、 Zボ タンは使いません。

※ 3ボタンのコン トロールパ ッド(3Bパ ッド)で も、

作は同じです。

一
操

ゆうすけ

幽助
ひ えい

飛影
ま馬ｃ蔵

出
原彿桑

バ ンチ

Aボタン パンチ バンチ バンチ ′くンチ

▲+A 連打ストレート連打アッパー 連打アッパー 連打アッパー

キラク

Bボタン キック キック キック キック

▲+B 飛び蹴り 上下連続蹴り 後ろ回し蹴り 飛び蹴り

特殊攻撃 ▼+A+B 霊 丸 必殺剣 薔薇棘鞭刃 霊気の剣
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塚
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このゲームには、4人がそれぞれ戦 う人間界 と、

に戦 う魔界という2つのステージがあるぞ/
まず、人間界からゲームは始まる。幽助たちがそれぞれ

街へ飛び出すと、妖気が異常に高 くなっていて、何か怪 し

tヽ 。妖魔を倒 して情報を集めろ/
4人が集めてきた情報 とコエンマのデータを照 らし合

わせるとどうやら、人類存亡の危機が迫っているらしい。

間の力を止められるのは幽助たちしかいない/コ エンマ

はただちに幽助たちを人間界から魔界に送 り込んだので

あつた…。

魔界では 4人パーティーになつて戦 うぞ/幽助たちは、

はたして人類存亡の危機を救えるのか、そして、最後に

待つている究 極の敵とは… 1?

爾タイ トル画面でスター

トボタンを押す。

囲方向ボタンで始め方 を

選びA、 Cボ タンを押す。

☆START

はじめから :ゲ ームの

最初からブレイする。

ファイル ロード :前回

のつづきからプレイする。

ファイルが表示 され ま

すので、プレイするフア

イルを選んで ください。

※セープの しかたは13、 14ページを御覧 ください。

※何 もセープしていないときは「ファイルロー ド」

は表示されません。



オプション にんげんかい  すす  かた

人間界の進め方

■タイ トル画面でOP丁iON

を選択する。

Q
■方向ボタン :▲▼で選択

:く )で変更

■MESSAGE SPEED:メ ッセージのスピー

ドを変更できます。

■CONTROL PAD:ボ タン操作を変更できま

す。

■SOUND TEST:音 楽を選択 し、A、 Cボ タン

を押すと、聞 くことができます。

■EX:T:タ イ トル画面に戻 ります。

☆4災種の竿から1た建ぶ。
議方向ボタンでカーソル

を動か して 1人 を選び、

A、 Cボ タンを押す。

Q
☆移動画面

■行動 を開始するとコマ

ン ドが表示される。

■方向ボタンでカーソル

を動か してコマン ドを

選び、A、 Cボタンを押す。

‐‐―‐‐‐∃



☆義鶴歯缶
菫移動中に敵に会 うと、

攻撃技を使え/
戦闘画面になります。

※戦闘で負けると、自動的に再 挑 戦 します。そ

元に戻ります。

※人間界の戦闘では、キャラクターチェンジはできません。

☆セ…プのしかた

田各キャラクターのシナ

リオをクリア し、街から戻

つて来 るたびにセープす

ることができます。

※すでにク リア したキヤ

ラクターは、モノクロで表

示 されます。4人が戻 つた

ら魔界へ…

■方向ボタンでカーソル

を動か して「セープ」を選

び、A、 Cボ タンを押す。

Q

ファイルを選んでください。

●「tヽ いえ」を選ぶと、セーブせずにゲームを進めること

になります。

※すでにデータが入っているファイルにセープすると、前

のデータは消えてしまいます。

■人間界のゲームでは、4人のクリアの順 番で変化する

デモが待つているぞ′

―

―

―

リ

:書iffti憂



8
魔界の進め方

☆修錫凸鵠
目方向ボタンでカーソル

を操作 し、コマンドを選

び、A、 Cボ タンを押す。

●「見る」:その場の状 況

がメッセージされます。

●「移動」:移動できる方向

(齢機差磐)が集宗され、野間を選ぶと彦部できます。
●「話す」:話 をするキャラクターを選びます。

●「行動」:行動するキャラクターを選びます。

●「コンパクト」:メ ッセージが表示されます。

☆セ…プのしかた

■「コンパク ト」を選ぶと、

メッセージが雲祟され 1
たあとで、セーブするか

どうか聞いてきます。

●「する」を選ぶと現在の

状 態をセープできます。

ファイルが表示されますので、セープするファイルを

選んで ください。

●「 しねえ」を選ぶ と、移動画面にもどります。

※すでにデータが入っているファイルにセープすると、/

ヽ前のデータは消えて しまいます。

※魔界の移動画面ならどこでもセーブできます。

☆戦闘画面

闘移動中に敵に会 うと、戦闘画面になります。

※魔界での移動 中に霊源草を手に入れると、全員の霊

力 (RP)が回復します。

※4人のうち誰か1人でも体 力 (HP)が0に なると、その

戦闘は終 了します。

☆チエンジ

魔界での戦 闘 中にCボタンを押すと、キャラクターをチェ

ンジできます。

※ゲームの進 行上、チェンジできない場合 もあります。

※1回の戦闘につき、1人のキャラクターは1回 しかチェン

ジできません。

☆ゲームオー′`―

魔界の戦闘でボスに負けた場合は、ゲームオーバ…とな

り、タイ トル画面にもどります。

☆エンデイング

このゲームにはエンディングが2種類あり、戦闘での負け

が多いとバッドエンディングになる確率が高 くなるぞ/
どっちになるかはキミ次第だ″
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真の恐怖を
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=戸愚呂の強 大な力を知 っ

てから、ひたすら強 くなり

たいと願 う幽助。攻撃 力、

素早 さともに トップクラ

スの実 力 に 自信 を持 つ

て、「恐怖心」を乗り越え

ることが課題。特殊攻撃の

「霊丸」で邪霊鬼を倒せ/

it諸 菫 奪

を

1

クールで冷酷な性格 を持

つ飛影。軽やかな身のこな

しと、スピー ドはビカイチ。

過 去の 因縁 に ど う決着

をつ けるか。特殊攻撃 は

「必殺剣」。黒猫鬼を倒せ/
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己の優しさを

克服しろ/

本来思慮深 く、猜疑心も旺

盛な蔵馬の弱 点は、優 しさ

なのかも知れない。葛藤す

る自分を克服 して真実を見

極めろ/特殊攻撃の「薔薇

棘鞭刀」で猾狼鬼を倒せ/

諫
ホ
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幽助の永遠のライバル と

して憎めないナイスガイ、

桑原。その原動力は「反搬い」

だ。特殊攻撃は自由自在に

操 る「霊気の剣」。蕃攻鬼を

倒 し、謎を暴いて正義を勝

ち取れ/





●電源 OFFをまず確認.′

カートリッジを抜き差しすると

亀  ヽ   きは、必ず本体

のパワースイッ

チをOFFに し

ておいてくださ

い。

●カートリッジは精密機器./

落とすなどの強いショックを

与えないでくだ

さい。 また、分

解は絶対にしイま

いでください。

●燥替射 :こ窪愚して./

カートリッジを保管するときは

極端に暑いとこ

ろ爆 いところ、

湿気の多いとこ

ろを避けてくだ

さい。

●端子部には触れないで./

カートリッジの端子部に触れた

り、水で濡らし

たりすると、故

障の原因になり

ます。

●ゲームで遊,Stきは

ゲームて運
=ζ

tと きは、部屋を明

るくし、なるべくテレビ画面か

ら離れてください。また、健康

のため、 1時間ごとに|トフ吟

の休憩をとり、疲れているとき

や睡眠不足でのプレイは避けて

ください。

●薬品を使って拭かないで/
カートリッジの汚れを拭くとき

に、シンナーや

ベンジンなどの

薬品を使わない

でくださし、

● ● ● ● 健康上のご注意 ● ● ● ●

ごくまれに釜い晃の荊践ゃ鷲振kテレロ画面などを見ていて、二蒔
的に筋|っけいれ

盗
。意識の喪失

話
の症状を起

予1人ごじ
ます。こ

うした経験のある方は、ゲーム範 ζミ前に必ず医師と相談してくだ

さい。また、ゲーム中にこのような症状が起きたときは、すぐにゲ

ームをやめ、医師の診察を受けてください。

セガからのホッ障 イン。新作
ニムソフト`槃しぃ僣報を、と
どんお知らせしています。

襲 躙瑯矧馴i鍮
11計

ヽ

本  社 〒144東 京都大田区羽田 l-2-12 お客様相談センター

フリーダイヤ)レ 函コO120-012235受 付時間 月～金 10:00～ 17:00(除 朝 日)

札幌支店 〒062北海道札幌市豊平区豊平五条 3-2-34 ●O11(B41)0248

関西支店 〒561大阪府豊中市豊南町東 2-5-3 806(334)5331
博多支店 〒810福岡県福岡市中央区白金 2-5-15 ●092(522)4715

…

     
…修理を依頼されるときは、

下記または各支店までお申しつけくださぃね。

佐倉事業所 HE補修管理課

〒285 千葉県佐倉市大作 l-3-4 8043(498)2610(直 通)

France No l,607,029;」 apan Nos l,632,396432‐ 205605(Pending)


